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新春役員会議
一月十三日 顧問の福井県会議長山岸様、
山本文雄様はじめ、外部理事の皆さんに出
席していただいて、新春役員会議を開催し
た。席上、近年の会員の受注状況をグラフ
で示し、大変厳しい状況であることを訴え
た。また、県議会の土木常任委員会の緊急
提言を受けての今後の動向を見守りつつ、
地元会員企業へ発注することへの仕組み
づくりに向け、一致協力していくことを
確認した。

挨拶を
お願い
した
顧問の
先生方

会長
挨拶

ユアーズ
ホテル
フクイ

この難局を乗越えよう
経営セミナー

平成２１年１月１３日
今年度の経営セミナーは、
「変革の時代
に生き残る企業の条件」と題し、変革クリ
エーターの吉川隆久氏をお招きし、講演を
行った。

本気で
取組む
ことの
大切さを
学ぶ

３８名
参加

懇 親 会

セミナーに
引き続き
懇親会を
開催した。

共に、ユアーズホテルフクイにて

（企画実施 経済委員会）

つるぎ だけ

劔 岳
点 の 記
東映映画 「劔岳 点の記」が６月に封
切られ、全国ロードショーが展開されます。
この映画は、日本地図完成という使命を
果たすため、前人未到の山劔岳に挑んだ、
測量手の物語であります。

誰かが行かねば、
道はできない。
先日、福井シネマ３で特別試写会と、監
督の木村大作氏の舞台挨拶が有りました。
試写会をご覧になった方々の感想を紹
介します。

私は、
「測量・設計」の４文字地図作り
等に 35
年余り、携わってきた技術者とし
て、映画では自分が主人公の柴崎芳太郎と
宇治長次郎になった気持ちで観ていまし
た。
最初の陸地測量部の敷地では、今では見
られない測標が立っていたのが懐かしく
過去を思い出し広島の三段峡という所で
は雪が腰の上 ｍ1以上も積もっている山を
４ｍの杉丸太や標石を担いで登った事を
思い出しました。
この映画の中で柴崎君には選択の自由
は無い・・・。陸軍参謀本部の力もありま
すが陸地測量部の測量士達は柴崎氏と同
じ地図作りに誇りを持って任務に命を懸

けていたのでしょうね。
柴崎氏の途中の言葉で命令により「何を
しなければいけないかではなく」
、
「何を成
し得たかが」問題である、軍は終わりに前
人未到の剣岳に陸地測量部が仙人に先を
越されてしまったのでは意味が無い、この
計画は無かった事にしてしまえと言った
言葉には、地図作りに生きがいと誇りを持
って任務に命を懸けてきた技術者は、
（主
人公の私も）言葉が出なかったです。
この映画を観た、われわれの業界で働く
人は最後シーン、山岳会の小島鳥水氏
（中村トオル）からの手旗信号「貴方達の
なし得た業績は後生に大きな財産として，
名を残すでしょう」
・・・・この手旗信号
で私自身、納得しました。
誰が、なぜ、どうして、あの厳しく、ま
してや命を懸けた測量士や村人から反対
されてまで引き受けた長治郎氏や人夫に
対しても、なし得た業績を無かった事にし
てしまえ・・・ではね。
特に、感じた事だけ書きましたが６月に
もう一度観ると違った意味で、感想が得ら
れるでしようね。

追伸
この映画の中で、監督さんに言いたい事
は、三角点の意味は、一般の人は地図作り
の為に必要だな思って観るでしょうね、私
が監督なら、最低でも父、母に映画に誘わ
れて見た、小中学生や一般の人に、二十数
ヶ所の標石を埋設したのですから、一言何
処かで作業風景を見せ、盤石や下方盤石、
標石（柱石）の○○等三角点の文字が記載
されている方向が南側であるという意味
位は話して頂きたかったですね。
（丸一調査設計㈱ 北田 幸夫）

試写会の感想

物語は陸軍参謀本部陸地測量部の柴
崎氏は日本地図最後の空白地点を埋め
るため「陸軍の威信にかけて剣岳の初
登頂と測量を果たせ」という命令を受

年頃の時代背景です。
ける。明治 40
絵としてスクリーンを観た場合、四
季折々の美しさ、厳しさが伝わる大自
然の風景は感動ものです。
私はどうしても測量士の立場で観て
しまうのですが映画キャッチの「誰も
が結果を急ぎ、効率が優先される今の
時代に…。
」が印象的で当時の測量機器

と現代の測量機器 ト(ータルステーシ
を比較している自分がいま
ョン・ GPS)
す。
我々業界人はもとより一般の人にも
是非観ていただきたいと思っておりま
す。測量手・柴崎に浅野忠信、その妻
に宮崎あおい、案内人・宇治に香川照
之、山岳会・小島に仲村トオルと豪華
なキャストも見逃せない。エンディン
グの「出演者」の文字の箇所が「仲間
達」だったのも感銘を受けました。
〔光進企画調査㈱ 藤田 和宏〕

ポスター・パンフレットでのＰＲをお願い
しております。

試写会を観て
上映されて内容等についても感慨深い
ものが沢山有ったと思う。
我々の職種に直結しているので、普段の映
画を観る感覚とはずいぶん異質に感じら
れた点は私個人としては良かったと思っ
た。作品の中で感じた事は、時代背景が近
代的になっているように感じられたのと、
配役のセリフが明治四十年頃の言葉とは
違っていたような気がしたので、少し違和
感を覚えた。画面の中で「仕事、役割をや
り遂げる」ことの意味は充分に発揮されて
いたと思います。
又、画面に日本初の登山家が出て来ている
のも構成上面白く参考になった。
各々の立場が違っていても「山」を大事に
思う心は感動を覚えた。
監督が上映終了後に「ディスカッション」
的な事をやったのは、ビックリしたし作品
に対する情熱を感じたのが良かった。我々
も監督のような熱い「力」をいただいて明
日に継げていきたいと思って帰宅した。

体験！ＪＰＧＩＳ
技術セミナー
ＳＤ学院では、平成２０年１１月２０、
２１日の両日、製品仕様書に基づくＧＩＳ
データ作成について、受講生全員がパソコ
ンを持ち込み、体験学習に取組んだ
今後の地理空間情報の活用分野の可能
性を窺わせるもので大変好評でした。
１６名 参加中産大 中教室

最新 ＧＰＳの
活用研修

講師の派遣

ＳＤ学院では、造園組合よりの要請で、
測量技術講座へ講師を派遣した。
平成２１年１月２１日、２２日グリーン
センター内にある同組合の施設で開催さ
れた研修会へ、ＳＤ学院が講師として７名
が対応、それぞれが測量の基礎技術につい
て講修を行った。

平泉寺白山神社

勝山市平泉寺町

〔㈱マエコン 前川 茂一〕

したくなったら一度行って見て下さい。

目まぐるしい世の中において、ふと心を癒

風情を見ることができます。

の時期は冷たい雨で霧が発生し、神秘的な

白山神社は国道 157
号線を大野へ進み勝山
城の横道を山の方向へ進めば到着です。こ

)

平成２１年２月５日、６日の両日、ＳＤ学
院では、地理空間情報活用促進の第二段と
して、最新のＧＰＳ技術の紹介や、動向に
ついて研修会を開催した。
これも大好評で終了しました。
３６名参加 中産大 中第２教室

(

（㈱ワカサコンサル 田中善長）

協会としても、測量の日の関連事業と位置
づけ、多くの人に見ていただき、測量につ
いて少しでも理解関心を持っていただけ
るように啓蒙活動を行って生きたいと考
えております。後日鑑賞券の販売などにつ
いてお願いしますのでよろしくご協力願
います。
映画は、福井シネマ、
福井コロナシネマワールド、
鯖江アレックスシネマで
６月２０日から公開です。

《平年齢５７歳のおやじバンド
「ビックウェイブ」です。
》
昨今、静かなブームのテケテケサウンドの

〔Ｋ㈱ Ｋ・Ｆ〕

お知らせ
経済センサス・基礎調査の実施

平成２１年７月１日現在で「経済センサ
ス・基礎調査」を実施します。
この調査は全ての事業所・企業を対象に行
うもので、会員各位におかれましては調査
へのご協力をお願いし、お知らせします。
・統計法という法律に基づいた基幹統計
調査として実施されます。
・事業所・企業の規模に応じて、調査員
調査と国、都道府県、市町による調査に分
けて行われます。

合唱

ＳＤ学院理事長
徳本志朗氏におかれましては、
平成２１年２月１３日に急逝され
ました。
ここに謹んでご冥福をお祈り申し
上げます。

編 集 後 記

大好きなおやじエレキバンドです。
主にベンチャーズ、ブルージーンズのコピ
ー演奏を中心としたアマチュアバンドで
す。
スタイル的にはベンチャーズの１９６０
年代中期の演奏形態を模しており「エレ
キ」の演奏を楽しんでいます。
あくまでもアマチュアとして活動してお
り、企業イベント 記(念事業・宴会余興 、)

町内祭りの
催しなどを
発表会の
主な場として
おります。
ギ(ャラは
安いです )

主な演奏曲はベンチャーズ No
ではダイア
モンドヘッド、パイプライン、加山雄三
では君といつまでも、夜空の星などで
No
団塊の世代には大変好評をいただいてお
ります。
興味のある方は是非ご連絡ください。協(会

事務局へ )

本誌は協会のうごきや自由な題材記事で会員の皆様に親しんでいただく情報
誌として発行しており、随時会員の皆様の投稿記事を受け付けています。
尚、４月発行予定（第５号）の投稿記事を「春」をテーマに３月末日締切で募
集しますのでよろしくお願いします。
投稿・お問合せ先
社団法人 福井県測量設計業協会
事務局 〒918-8012 福井市花堂北 1-7-5
http://www.fukusoku.jp/
E-mail info@fukusoku.jp
TEL : 0776-(34)1828
FAX : 0776-(34)4610
※ 社内回覧を通して出来るだけ多くの方に見て頂く様お願いします。

